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請求記号 書名 著者名 出版者名

010タ 日本の最も美しい図書館 立野井　一恵 エクスナレッジ

012セ 世界の美しい図書館 パイインターナショナル

022カ アール・デコの挿絵本 鹿島　茂 東京美術

022セ 世界の美しい本 グラフィック社編集部 グラフィック社

W024セ 世界の夢の本屋さん　２ 清水　玲奈 エクスナレッジ

147ス 図説江戸の幽霊 洋泉社

147ホ クリスタル百科事典 ジュディ・ホール 産調出版

198ヨ 長崎の教会 吉田　さらさ ＪＴＢパブリッシング

290セ 世界の街道 ピーピーエス通信社 ピエ・ブックス

290セ 世界で一番美しい森への旅 エクスナレッジ

290ヒ 秘密の地下世界 ナショナルジオグラフィック 日経ナショナルジオグラフィック社

290フ ふしぎの誘惑世界の名景ベスト５０ 渋川　育由 河出書房新社

291ニ 日本の夜景絶景ｓｐｏｔ５０ 渋川　育由 河出書房新社

383.5シ ナチュラル・ファッション ハンス・シルヴェスター ＤＵ　ＢＯＯＫＳ

383.5ム 江戸三〇〇年の女性美 村田　孝子 青幻舎

404イ 美しい科学の世界 伊知地　国夫 東京堂出版

404ウ シンメトリー デーヴィッド・ウェード 創元社
431ク 世界で一番美しい元素図鑑 セオドア・グレイ 創元社

431ク 世界で一番美しい分子図鑑 セオドア・グレイ 創元社

446ハ 月光 林　完次 角川書店

451タ 虹物語 高橋　真澄 青菁社

451フ オーロラ Ｐ〓ｌ　Ｂｒｅｋｋｅ 山と溪谷社

451リ スノーフレーク ケネス・リブレクト 山と溪谷社

458ヤ 不思議で美しい石の図鑑 山田　英春 創元社

459ホ 岩石と宝石の大図鑑 ロナルド・ルイス・ボネウィッツ 誠文堂新光社
460シ ナノ・スケール生物の世界 リチャード・ジョーンズ 河出書房新社
460ヘ 生物の驚異的な形 エルンスト・ヘッケル 河出書房新社
463ホ 自然がつくる不思議なパターン フィリップ・ボール 日経ナショナルジオグラフィック社

W471ケ 世界で一番美しい花粉図鑑 ロブ・ケスラー 創元社
481ス 夜行性動物写真集 トレア・スコット スペースシャワーネットワーク

481セ 世界一の動物写真 ロザムンド・キッドマン・コックス 日経ナショナルジオグラフィック社

481ナ 海への旅 中村　征夫 クレヴィス
484イ ウミウシ　不思議ないきもの 今本　淳 二見書房
484イ かわいいウミウシ 今本　淳 二見書房

484サ Ｔｈｅ　Ｓｈｅｌｌ 真鶴町立遠藤貝類博物館 成山堂書店
486イ 昆虫４億年の旅 今森　光彦 新潮社
486カ ファーブル驚異の博物学図鑑 イヴ・カンブフォール エクスナレッジ
486シ ビジュアル世界一の昆虫 リチャード・ジョーンズ 日経ナショナルジオグラフィック社

488シ 死ぬまでに見たい！絶景のペンギン エクスナレッジ
488セ 世界の美しい飛んでいる鳥 エクスナレッジ
488レ 極楽鳥全種 ティム・レイマン 日経ナショナルジオグラフィック社

489セ 世界で一番美しいサルの図鑑 京都大学霊長類研究所 エクスナレッジ
W491セ 世界で一番美しい人体図鑑 奈良　信雄 エクスナレッジ
520セ 世界の大宮殿 アンリ・スティルラン 創元社
520セ 世界一美しい夢のお城図鑑 別冊宝島編集部 宝島社
520セ 世界の美しい色の建築 大田　省一 エクスナレッジ
521ニ 日本の最も美しい町 美しい町研究会 エクスナレッジ

523セ 世界の絶景　お城＆宮殿 学研パブリッシング
523タ 国会議事堂 田原　桂一 講談社
523ヤ 日本の最も美しい教会 八木谷　涼子 エクスナレッジ
524セ 世界の美しい階段 エクスナレッジ
545ウ 魅惑のアンティーク照明 Ｉ．ウージェル 西村書店
685ス 新・日本百名道 須藤　英一 大泉書店
686セ 世界で一番美しい山岳鉄道 エクスナレッジ
702テ テーマ別世界神話イメージ大百科 クリストファー・デル 東洋書林
708ニ 日本の図像　神獣霊獣 ピエ・ブックス
710セ 世界の彫刻１０００の偉業 ジョゼフ・マンカ 二玄社
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W720ヒ 美人画の系譜 高階　秀爾 小学館
721ア あやしい美人画 松嶋　雅人 東京美術
721ウ 浮世絵美人解体新書 安村　敏信 世界文化社

W721セ 画家の息吹を伝える原寸美術館　日本編 千住　博 小学館
W721ニ 日本絵画名作１０１選 辻　惟雄 小学館
721ニ 日本の図像　美人 ピエ・ブックス
721ニ 日本の図像　鳥獣虫魚 ピエ・ブックス
721ヒ 平松礼二『文藝春秋』表紙画集 平松　礼二 求龍堂
723シ 神話・伝説とおとぎ話　ヨーロッパの図像 海野　弘 パイインターナショナル

W723セ 西洋絵画名作１０１選 千足　伸行 小学館
723ハ 花の美術と物語 海野　弘 パイインターナショナル

723ヒ 名画絶世の美女 平松　洋 新人物往来社
723ヒ 名画絶世の美女ヌード 平松　洋 新人物往来社
723ヒ 名画絶世の美女魔性 平松　洋 新人物往来社
723ヒ 名画絶世の美男同性愛 平松　洋 新人物往来社

W727ク ３Ｄ不思議アート 久納　ヒロシ 小学館
W748オ 宇宙の富士山 大山　行男 山と溪谷社
748オ うみのいえ 大塚　幸彦 岩波書店
748サ ローズガーデン 齋門　富士男 朝日新聞出版
748セ 世界の美しい透明な生き物 エクスナレッジ
748チ 地球の真実 ナショナルジオグラフィック 日経ナショナルジオグラフィック社

748ツ ビアトリクス・ポターが残した風景 辻丸　純一 メディアファクトリー
748ナ 世界一の珊瑚礁 中村　征夫 クレヴィス
748ヒ 八ケ岳高原の四季 日〓　貞夫 東方出版

W748フ 俗界富士 藤原　新也 新潮社
748フ 京舞妓百景 ジョン　フォスター 東方出版
748マ 富士山 松井　福松 ［松井福松］
748マ 日本の夜景 丸田　あつし エンターブレイン
748ミ さくら図鑑・京都 水野　克比古 淡交社
748ミ 楽園の秘密 三好　和義 小学館
748ム 飛ぶ宝石 村田　泰隆 集英社
748メ めったに見られない瞬間！ ナショナルジオグラフィック 二見書房

W748モ ＳＡＫＵＲＡ 森田　敏隆 世界文化社
748モ 一本桜 森田　敏隆 講談社
748ヨ ＭＡＧＩＣ　ＨＯＵＲ 吉村　和敏 小学館
748ヨ ＭＯＲＮＩＮＧ　ＬＩＧＨＴ 吉村　和敏 小学館
751ウ 美しい和のガラス 齊藤　晴子 誠文堂新光社
751セ 世界のきらめくステンドグラス グラフィック社編集部 グラフィック社
753ア アンティークテキスタイルブック 日本ヴォーグ社
753カ 織物百科 河原崎　奨堂 芸艸堂
753キ 着物と日本の色　第２版 弓岡　勝美 ピエ・ブックス
754カ 仏像の切り紙 上河内　美和 誠文堂新光社
755セ 世界の美しいブローチ エリック・エベール パイインターナショナル
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